
お掃除編

1

◆会員番号 ◆ペンネーム（敬称略） ◆お掃除編

10828 うるとらっぴー ふろ場のカビ取り

14020 みの 少しずつ掃除をした

13195 とんとん 毎日運動だとおもって、すみずみまでやるように心がけました。

4633 モモクロ ベランダ掃除

8193 リョウ 窓のサン

12648 ジダン 秋にやる大掃除を前倒しして、ゴールデンウィークにやりました。

9708 アッシュ 子供の服で着ない服を整理した

10903 ひなパパ メダカの鉢を掃除、浮き草を入れ替え、メダカを購入し、飼育し出しました

10063 けんたん 換気扇とコンロ回りの油汚れをきれいさっぱり落としました。セスキ水、おすすめで
す。キッチンペーパーに染み込ませ、パッキングしてから落としました。

14031 はるひびきら 梅雨を前にクッションを洗った

7385 クロマメ 家の掃除はいつも通りですが、車の洗車と趣味の釣り道具の手入れとかを、普段
あんまりしないことが出来ています。

13642 ポジ
物置化していた部屋をきれいにし、書斎にしました。
カーテンは洗ったら、そのままつけて干すと、ちゃんと乾かし楽ちんです。
ベランダの掃除も、この時期やると、気持ちいいです。

13814 こまめ 庭を綺麗にした

13910 マダム 断捨離しながら、部屋のレイアウトを変えた。

13651 はなまる 断捨離しています。

5770 ゆきち 排水溝や換気扇など面倒なところの掃除の頻度が高くなりました
月一→週一

11569 こっぺ＊ぱん フリマアプリを初めてやってみた。不用品を処分中！

9979 warwick mom いらない物の整理

13333 はむはむ 家の周りの草が増えてきたので、できるだけ毎日草むしりをするようにしている。

10462 あいあい 庭の木を選定したり倉庫の整頓をした。

6377 ぶちさくら お風呂場や庭を子供と一緒に少しずつ掃除しています。

10980 ss 窓やさんの掃除。
置き畳の場所を変えて模様替えをしながら掃除。

5920 しま

我が家は家族の花粉症がひどく、夏秋以外はずっと部屋干し。ですがオキシクリー
ンを少し入れて洗濯するだけで、部屋干しでも匂いません。
子供の食べこぼしや鼻血の汚れもつけ置きで綺麗になるし、とっても重宝していま
す。

11161 こばちゅう 加湿器の片付け

10814 みかん 障子の張り替え

12810 シズッチ いつも通り

10193 よっすぃー 汚れが気になるお風呂場のカビ取りをしました！
ダスキンのカビ取り材最高。

7810 ムコリ 市のリサイクルステーションが休業してるのでゴミの管理の仕方を考え直してます。

13551 おかぴー 風呂の大掃除
ガラス磨き網戸掃除をしました。

13740 あきえもん 部屋の整理をした。

13054 みゆ 床のワックスがけ

11212 ともみん クローゼットのものを全部出して拭き掃除して断捨離

10478 Milky サイズアウトした子供達の服や自分達の服の整理を断捨離兼ねてしました。

12582 うさママ 庭木やパンジーなどを剪定してすっきりさせました。

13228 りこ 全ての棚、引き出しを見直し、シンプルに生活できるように片付けしてます。

10662 くまこ 窓を子どもたちと一緒に磨きました。

11042 ら 網戸は外して洗いました。いつもより数段きれいになりました。

12712 ちょこ 窓拭き

14019 ちょびちゃん 整理整頓含む断捨離

13361 アミヤ タカヒロ これを機に断捨離して部屋をきれいにしていこうと思います。

13597 マリオ 部屋の模様替えをしました。

8676 みふぃ 子供と交代で掃除機をかける

13665 Dayton 普段できない掃除、物置の整理を実施

12198 モカ ウオークインクローゼットの大掃除

12264 ヨシジイ 風呂の排水口、洗面台の排水口をきれいにしました。

11512 まるっち オキシクリーンを使って人形を一気に洗濯

12277 みしん 水回りの掃除

6961 なな いらない物、捨てた！

12552 ふー エアコンの掃除
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11999 もも いらない物の処分

11979 すだっち 風呂の掃除をした。

10997 しろくま 暖かくなってきたので外周りや玄関など高圧洗浄機でスッキリピカピカ！

352 Kan 断捨離した

1575 豊田の森ママ 主人が障子の張り替えと網戸の張り替えをしてくれた。築20年以上で初めて障子の
張り替えをして、とても明るくなった。（今までの障子が黄ばんでいたから）

9762 おっぺけ アルコール除菌をするようになった。

13846 きよこさん これまた、休みの主人が、庭の草引きをしてくれます。助かります

13999 あっちゃん 床にワックスをした

10887 ブル君 時間かあるので、たまった紙類を整理してシュレッダーにかけて整理した

11689 にーさん、3 キッチンを綺麗にした。
換気扇の掃除など。

9964 seri 断捨離、子ども部屋入れ替え

11357 都会の村人 水回りの掃除徹底。

13352 ハム 子供と一緒に遊び感覚で床拭き掃除

12537 みのりん 着ていない服を断捨離した。

6827 もりのくま ウタマロリキッドがコンロのお掃除に使えるみたいなので、使ってみようと思ってま
す。

8418 アポ 玄関周りの掃除。カーテンを新しくしてカーテン・窓掃除。

13221 ゆっこ 庭木の剪定と、使ってなかったプランターを整理して、オキシクリーンにつけおきし
て洗った

11934 ゆっこ 雨の日に床を水拭きプラス乾拭きしました。

10690 たまら 布団のシーツやカバーを前より洗う頻度を増やした

11571 コロぽん 拭き掃除が増えた。ベランダの隅を細かいブラシで掃除している。

8766 ぷりん 家にある使わないものを整理して、処分した。

13070 こめこ 窓のサッシ

13757 ぶどう 冷蔵庫の掃除、物置の掃除、お風呂場の掃除、キッチンの掃除

10180 じぁーほい 洗面台の引き出しを綺麗にしました。

13730 ゆう 窓のサッシ
浴室のドアを外して換気口の掃除

7122 あきちゃん 変わりなし

7941 りんむう 衣替えのついでに断捨離。数年着ていない服を捨てた。

12427 あー 窓を開けて換気をするため網戸の掃除やカーテンの洗濯をするようになった。

13856 えみばば 毎日トイレ掃除に床磨きをしています。家の中がめちゃくちゃきれい

9496 ジョイ 断捨離をしフリマサイトに出品した。

12410 えみり 毎日カビキラー
洗面所の鏡を磨く

9178 まめ あちこち荷物を整理

6758 しゅなママ コロナは関係ありませんが、暖かくなるとどこからかアリが入り込んでくるので台所
を使う度にコンロ周りの壁(油はね)からシンクまで全部セスキや石けんで洗います。

12546 ちっち 使っていない部屋の整頓、断捨離

13591 びわ シーツにつけていたふわふわカバーを洗濯して片付けた

10682 you-me お風呂掃除が嫌いでいつも簡単には済ませてしまいますが、今は念入りに。

9179 くまこ 天気が良かったので、カーテンを洗った。

12907 みえちゃん 普段はしない大掃除をした

10699 ここはな カーペットをなくしてフローリング掃除をした。

5829 ぱー子 子供と分担してやっています。親がやるのが当たり前だと思っていた事を、文句言
いながらやってくれています。

11760 イブサン こたつとカーペットをしまいました

10265 あや 旦那の服をガシガシ捨てる

11591 Herlock Sholmes 風呂場のカラリ床の溝を磨いた。

7875 ミエ 浴槽の下を念入りに掃除

13016 ケイン 引っ越し後、部屋の片付け

8075 栗太 庭の草取り

11028 jasminecha 家の大掃除をした
庭の草むしりをした

12549 かあい 事務所のお掃除をした、

13882 QQちゃん クロ−ゼットの片付け＆断捨離

5180 パスタさん 特に掃除が進まず、片付けは進んでます。

13464 たんたん 布団を頻繁に干す、網戸や窓拭きなど家中磨く
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13631 ゆか とにかく除菌

9649 ぷちだい 不用品の整理
庭の雑草手入れ

13022 とも 窓のサッシの掃除

9489 さえちゃん 押し入れや洗面所の床下など整理した
お風呂の扉を外してピカピカにした

11217 アッシュの父 庭の木の枝を伐採

13021 あも 不用品の整理

9991 かんた
ベランダの大掃除。
そのあとハンモックを出して、ベランダでﾗﾝﾁゃのんびり昼寝したり。ベランダ時間を
楽しんでます。

11539 はなはな ・なかなか手が回らなかったカーテンを洗濯した。長年の汚れが落ちてスッキリ

10872 りゅりあ 家中の断捨離してる途中

13926 キーちゃん いつも通りの掃除です。

13461 みるく 大学生の子供たちの部屋を大整理。机、ベッドを粗大ゴミ持込みで処分しました。

12902 ゆなみ 着ない服を思い切って処分したらタンスの中がゆったり入るようになった。

9416 こはこは くるくる開ける窓の洗浄を夫に金具から外してもらい、夫に洗浄してもらったら、
まぁぁ綺麗になりました。びっくりするほど。(笑)

12096 小豆 GWの休みを利用して(どこも行けないので)、フローリングの床のワックスを塗り替え
ました。約10年ぶりです！

9937 ぐっし 使いづらかった棚や押し入れを全出しして整理、使いやすくスッキリ。

13735 みぽりん １日にここをやる！と決めたとこだけやる。無理はしない

11782 あーちゃん 玄関を大規模DIVがてら大掃除しました！ポストも変えて印象も変わり大満足！

13881 ともやん カーテンの洗濯

13312 さや

念願の高圧洗浄機(2万)をネットで買い、黒くなったウッドデッキや庭、壁、シャッ
ター、ベランダ、あらゆる所を簡単に短時間でキレイに出来て、新築の時よりキレイ
になって明るい気分に！絶対買いです！
あと草取りや伸びきった芝生も剥がして、とてもスッキリしました。

12633 たかちゃん 家の壁の汚れているカビなど掃除した
カーマホームセンターにスプレータイプのものが販売している

12454 のん やろうと思いながら手をつけていなかった片付けや掃除を子供と一緒にやる。

10761 TH 例年春の連休は大掃除週間と決めていますが今年はいつもよりはかどりました
暖かいし掃除をするには最適な時期だから家中のカーテンも洗濯できました

6776 ものみんた 掃除は苦手なので妻に任せきり

13397 ひつじ ハイターとか除菌系を使う機会が増えました

10179 さおりん 納戸、ファミリークローゼットの片付け

10263 miki 草取りが大変なので、庭の一部をモルタルにした。

11168 りん 押入れを全て出しいる物、要、不要の整理整頓をした。

8652 シニアマウス 網戸の張替え

12435 さおりん 脚立に上って、今まで掃除していなかった手の届かない場所の拭き取り
ゴミが凄く溜まってたー

11288 いちご 服を断捨離した。

12585 まりか カーテン全部洗った
子どもが水鉄砲で窓を濡らして、私が窓掃除

9621 らぴす
庭の雑草取りを本気でやるようになりました。根深い雑草の長〜い根を掘り起こし、
根こそぎ引き抜いた時に、爽快感を感じるようになり、最近では抜く雑草がほとんど
なくなってしまいました（笑）

10003 とまとも 家全体の断捨離。

9127 papalote こたつ、ストーブをしまい部屋の隅々まで掃除した。かなりの綿埃が存在した。

12774 Oxford キッチン掃除

11961 とし 衣替え（秋冬→春夏）
例：電気カーペット、ストーブを片付けた

6695 ともぞー これを機に家中掃除したいと思ったが、まだ出来ていない。

11550 Ｊ 床の拭き掃除をして、ピカピカにした。
窓拭き掃除をした

13621 こっぺぱん 久しぶりにカーテンを洗濯した

11427 なんやねん 車の掃除

8225 あきちゃん 棚の中も掃除しました。

10996 narunaru 網戸掃除

11280 ゆず 私自身は日々のお掃除と変わったことはしていません。
いつも掃除をしない主人が掃除機をよくかけるようになりました。

13081 ３人野郎ママ 網戸を外して洗ったり、普段やっていない「トイレの換気扇」を外して掃除しました。

7469 ハッチ母 部屋の片付け

9363 Ibiza 今年の年末は大掃除をしなくても良さそうなぐらい断捨離し掃除した
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13700 たまさん 庭の草取り

8628 たえもも 掃除機をやめて全て雑巾で掃除

13593 あゆみ エアコン掃除
洗濯槽掃除

6385 ヒロ 雑草取り。

13711 ミゲン 毎日一箇所決めて掃除をしていくようにした！子供達には、2日に一回は床拭きを
して貰った！

5839 くみ
庭の草取り
お風呂掃除など
毎日1ヶ所

13717 ななな 服の整理

5783 なし
庭の草むしり。
いつもは目立つ物だけで精一杯であったが、今回は小さなものまできれいさっぱり
にしています

11398 おはぎさん トイレの水垢を擦って綺麗に落としてみました。

4091 ちょこ 通常通り

12584 ななこ いつもはやらない床の水拭き

11445 omo 収納棚やクローゼットの中の断捨離をした。

4408 となりのプー お風呂掃除を、ゆっくりじっくりする。

4142 あぷりこっと 仕事が休みになって、家の片づけを始めた。特にリビングがすっきりして過ごしやす
くなり、うれしい。

13210 シーズー犬 古い歯ブラシでサッシの溝掃除や、水回りを綺麗にしています。ドアノブの消毒で、
鍵穴や握り手等にも注意が向くようになりました。

8134 さくら散歩 物置の片付け

13209 sweetchan まず、夏冬の衣服入れ換えでこの際と思い切り捨てました。
それと玄関や窓など孫達と遊びながらモップで磨きました。

8220 ぽめりん ずっと整理できなかった所の片づけをしたら意外なものが出てきた。

341 みんと エアコンの掃除をした。

5403 ダヤコ おうちでクリーニングしてます。とにかく晴れた日は洗濯して衣替えしてます。

3916 ともかなママ 毎日掃除機。
大掃除なみの、洗濯。

12509 こすもす お掃除だけは変わらず進まない

9112 青葉 子供部屋の大掃除

12279 ゆう 庭の倉庫がぐちゃぐちゃだったので片付けた。

11127 うざひろ ベランダ

8718 まみりあ
家の中のあちこちに、ちょっとした掃除道具を置いておき、埃やゴミが目についた
ら、ササッと掃除する。ちょこちょことそこだけ掃除するだけなので、全然時間も掛か
らず負担もない。

11765 めー 冬物を次々洗濯して片付ける。靴箱に隙間を作って三和土に出ている履き物を全
部しまう。など。

10651 ぴっぴ 洗車を丁寧にやってみました。

11361 みでぃ 年末にできなかった大掃除の続き

8209 sibasan 使わないものを整理して捨てる。

4367 アンジィ カビが酷くなる前に主人がお風呂を綺麗に洗ってくれました（笑）

10224 わんわん 机の周りの4S

11908 たくじー 変わりなし

10218 シロツメクサ 断捨離

10176 桃ニャンコ 窓拭き

12785 ぬーぴー 風呂を念入りに掃除した。

9839 くちなし 窓拭き、衣替えはした。

12384 きんちゃん 服の整理

5898 かーと 子供部屋の、遊ばなくなったオモチャを小屋に移動させて掃除をしたら部屋が広く
なった。

12434 さちこ たまっていた書類整理、おもちゃなどの断捨離

4177 てい 流し台

11625 みゆ クローゼットの中
押入れの中など今まで手付かずだったところの断捨離

11102 ぽ 断捨離、大掃除

12635 とく 窓、網戸掃除の道具を買ってみた。

13278 か 不用品の処分

9722 まっしゅ 着ていない服を断捨離

13490 レオパ 衣替え
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12896 あやぎょぴ 物置き小屋を購入し、シューズクロークの整理整頓をした。

9364 ゆづまむ 断捨離をして、物を減らし、模様替え

13652 匿名 本棚の整理

9357 ニシやん お庭のプランター、花を整理しました。＋整理中です。あと少しで庭がきれいになる
かな

11779 ようへい コロナで大掃除した！

9700 ホワイトあるぱか 衣替えしつつ断捨離

11758 なる 網戸掃除
粗大ゴミを捨てに行く

11322 みゅう 衣替えして洗濯してしまってます。

11213 ヘキサ 冷蔵庫・電球の傘・庭掃除

12558 そーそー デッキやベランダの掃除

6688 ちゃまやん 草取りと水回りの掃除を頑張りました！

13904 元メリーさん 物減らしから家具減らしや移動、冷蔵庫内の掃除、朽ちたラティスを解体。

12343 きっころピンク エアコンの掃除をした。
カーテンを洗った。

13214 ランプの魔人 夫が2台分の洗車をしてくれた

11701 なひ 年末の大掃除の前倒し

8462 さくらンぼ カーテンを洗ったり網戸や窓をキレイにした。
換気扇を掃除したセスキ炭酸ソーダがおすすめです。

14000 グランパス 梅雨を前に、布団を干した。

12571 ともちゃん 草むしりやガーデニングをした。

11096 すみりん 食器の選別やシンク下の整理。
冷蔵庫内の清掃

10099 マッキー 子供のオモチャが溜まっていたので、要るもの要らないもので分別した

8879 ビオファーマ 部屋の断捨離

11678 まろやか 断捨離

8427 あきこう 大掃除しました！
ゴミ袋１３袋にもなって、本当にスッキリしました！！

5142 とっぴー 大掃除をしているお家を見て、家もやらなくては・・・と思っただけで、全く普段と変わ
りませんでした。

8710 るぅ 子供と一緒にお掃除

13498 りり パントリー整理

13074 &#11088;えり&#11088; やってない

13743 だいしゅけ 気が付いたらちょこちょこやる

10535 もん 20年以上やってなかったスペースの片付け。思いがけず古いお札や記念硬貨が出
てきて良いこともあり。

13456 ミッキー 窓ガラスをキレイにしました。雑巾が1番！

8770 くらすます クローゼットの中を整理しました

4105 わんわん あまりにも暇すぎて、毎日掃除機をかける。

11147 だいきち お天気のいい日はとにかく、洗濯洗濯！最近衣替えや布団をかえて、冬物を子ども
たちに、片付けてもらっています。

9486 ひまわり 今までやれていなかったキッチンの換気扇や網戸の掃除をした

12559 ミックスジュース 少しでも外の空気にふれて気分転換したいため、毎日のように庭に出て草取りやゴ
ミ拾いをしている。

5879 ます リビングの物を全て庭に出して掃除

11182 くりん 魚焼きグリルとIHコンロのコゲ取り。
苦手なトイレ掃除を毎日するように努力してます！

8573 りさぽん 衣替えと物置の整理

11769 うふふぴょん この機会にお風呂の鏡を掃除

10614 ユン 断捨離してみた。

5472 いちご 衣替えと同時に、ベビー グッズも断捨離。
部屋がスッキリして、新しいおもちゃを気持ちよく迎え入れられました。

12217 うみ 窓、網戸を綺麗に。濡れた雑巾で拭いたあとに、新聞紙で拭くだけで綺麗になる

11564 みー 子供部屋の整理整頓

12887 ユー 家にいる時間が長くなると、比例して汚れも多くなるので、掃除する頻度が上がった

10738 ローズ お風呂のカビ取り。

9590 カフェオレ
除菌！ダニよけ効果のある
アリエール  ダニよけプラス ファブリックスプレー 
で 洗えない布団や畳にシュッシュしている

13600 hane 新築なので、きれいを保つため玄関を毎日掃除

9944 ききき 衣替えをした

4637 丘里リル ゴミ箱を洗った。
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6665 みーたん 気になりつつまだ手付かず

8716 はっち 週事に分担を決めて家族で清掃してる。

10313 しょこらーちゃん TVで紹介されてた網戸を掃除するコロコロを買って、子供達と一緒に大掃除をした
デッキブラシで家の嘉部を磨いた

11201 ぽん キッチンマット、バスマットをきれいにした

7727 まめぴよ 引っ越してずっと放置していた段ボール箱にやっと手を付けました。足掛け２年(笑)

11734 ぷりん オキシクリーンがおすすめ。バスタブ、洗濯機、キッチン小物等、オキシクリーン漬
けにしたらピカピカになります

8283 招き猫 サッシの隅の細かな所の掃除

12850 かおりん 窓拭きを主人がやってくれました。

9877 ワタマキ 玄関をきれいにした

11745 火星人 趣味の山の写真を整理した

14017 ku-ko 消毒用エタノールが不足しているので、除菌効果があるといわれる次亜塩素酸水を
使っている。

13920 batako なかなかできてなかったお風呂の壁のカビ取り。窓全開、入口に扇風機をまわして
カビキラー漬けで撃退

11887 やんこ 梅雨前に風呂の大掃除（これは。毎年）

8576 ガンダム３ エアコンのフイルター掃除

7444 みーちゃん 断捨離した

11037 猫のたいしょー
・換気扇の掃除
・流し台、流し台下の掃除
・洗濯槽の掃除

13517 アヒル
物が少ないと掃除もしやすい。極力床にものを置かないようにすれば日々の床掃
除がしやすいし、お風呂場もしっかり換気すればカビにもなりにくいので、掃除とい
うより予防してます

12947 じゅり 時間がないとできない、エアコンの掃除、キッチンのレンジフードのお掃除をしまし
た

12272 しの 窓掃除


